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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大を受け個人や企業の活動が

制限され、経済へ大きな影響を及ぼしました。

国内の住宅建材市場におきましても、新型コロナウイルス感染症の影響を受け新設住宅着工戸数が大幅に減少し、非

常に厳しい環境が続きました。経済活動の再開にともない８月以降は持直しの動きが見られ始めましたが、依然として

先行が不透明な状況が続いております。

このような状況のなか、当第２四半期累計期間における当社の経営成績は、売上高につきましては、主力製品である

新設戸建住宅用建材及びリフォーム用住宅建材の受注は大幅に減少し、前期実績を大きく下回る結果となりました。収

益面につきましても、総費用の削減並びに生産性の改善に取組みましたが、売上高の低下による影響を補うには至らず

収益性が大幅に低下したことにより、前期実績を大きく下回る結果となりました。また、収益性の低下による将来の回

収可能性を検討した結果、「固定資産の減損に係る会計基準」に基づく減損処理を行い、特別損失（減損損失）７億９

千６百万円の計上を余儀なくされました。

　その結果、売上高につきましては、44億９千万円（前年同期は53億７千５百万円, △16.5％）となりました。

　利益面につきましては、営業損失で１億３千６百万円（前年同期は営業利益で１千万円）、経常損失で２千４百万円

（前年同期は経常利益で８千３百万円）、四半期純損失は９億８百万円（前年同期は四半期純利益で７千９百万円）と

なりました。

　新設住宅着工戸数は引続き減少傾向が続くものと見込まれますが、新規取引先の獲得並びに新製品の開発に注力し、

売上高の回復に努めてまいります。また、総費用の削減並びに生産性の更なる改善に取組み、全社的な収益回復に取組

んでまいります。

（２）財政状態に関する説明

①資産、負債及び純資産の状況

資産合計は、前事業年度末に比べて９億８千８百万円減少し、100億６千４百万円となりました。主な変動項目としま

しては、現金及び預金が１億７千２百万円、受取手形（電子記録債権を含む）及び売掛金が１億９千５百万円、有形固

定資産及び無形固定資産が主に減損損失を計上したことにより７億８千２百万円それぞれ減少し、市場価格が前事業年

度末に比べ大きく上昇したことにより投資有価証券及び関係会社株式の評価が合計で１億７千１百万円増加しておりま

す。

　負債合計は、前事業年度末に比べて１億３千６百万円減少し、21億６千１百万円となりました。主な変動項目としま

しては、支払手形及び買掛金が９千１百万円減少しております。

　純資産合計は、前事業年度末に比べて８億５千１百万円減少し、79億３百万円となりました。主な変動項目としまし

ては、利益剰余金が四半期純損失を計上したことにより９億８百万円、前期末配当金を支払ったことにより６千１百万

円減少し、その他有価証券評価差額金が１億１千９百万円増加しております。また、土地の減損にともなう振替により

土地再評価差額金が１億３千万円増加し、利益剰余金が同額減少し、利益剰余金は合計で11億１百万円減少しておりま

す。

②キャッシュ・フローの状況

当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物の期末残高は、前年同期に比べ５百万円減少して12億３千６百

万円となりました。

営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比し４千４百万円減少し、１億４千７百万円となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比し２億３千５百万円減少し、△２億５千７百万円となりまし

た。

財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比しほとんど増減がなく、△６千１百万円となりました。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

通期業績予想については、2020年10月28日発表の「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」に記載しました

2021年３月期の業績予想から変更はありません。
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２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(2020年３月31日)

当第２四半期会計期間
(2020年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,409,217 1,236,993

受取手形及び売掛金 1,106,588 1,076,302

電子記録債権 2,267,916 2,102,976

商品及び製品 146,038 128,161

仕掛品 14,697 12,407

原材料及び貯蔵品 551,155 545,078

その他 141,005 160,811

貸倒引当金 △2,868 △2,702

流動資産合計 5,633,751 5,260,029

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 873,441 822,383

土地 1,494,351 1,465,142

その他（純額） 606,849 24,915

有形固定資産合計 2,974,641 2,312,441

無形固定資産 128,389 8,151

投資その他の資産

投資有価証券 1,218,968 1,350,407

関係会社株式 978,921 1,018,966

その他 126,278 122,748

貸倒引当金 △8,148 △8,148

投資その他の資産合計 2,316,019 2,483,974

固定資産合計 5,419,050 4,804,567

資産合計 11,052,802 10,064,596

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,226,700 1,135,179

未払法人税等 38,497 17,899

賞与引当金 160,018 148,000

製品保証引当金 10,241 9,140

その他 380,690 233,478

流動負債合計 1,816,147 1,543,698

固定負債

退職給付引当金 169,447 173,787

その他 312,750 443,866

固定負債合計 482,198 617,654

負債合計 2,298,345 2,161,352
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(単位：千円)

前事業年度
(2020年３月31日)

当第２四半期会計期間
(2020年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 2,160,418 2,160,418

資本剰余金 2,584,575 2,584,575

利益剰余金 3,773,174 2,671,995

自己株式 △399,158 △399,180

株主資本合計 8,119,011 7,017,809

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 715,269 834,320

土地再評価差額金 △79,822 51,113

評価・換算差額等合計 635,446 885,434

純資産合計 8,754,457 7,903,244

負債純資産合計 11,052,802 10,064,596
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（２）四半期損益計算書

第２四半期累計期間

(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

売上高 5,375,138 4,490,674

売上原価 4,459,255 3,779,430

売上総利益 915,883 711,244

販売費及び一般管理費 904,893 847,321

営業利益又は営業損失（△） 10,990 △136,076

営業外収益

受取利息 71 30

受取配当金 65,294 69,033

仕入割引 3,355 3,478

助成金収入 - 35,906

その他 4,636 3,572

営業外収益合計 73,358 112,021

営業外費用

売上割引 571 507

その他 555 325

営業外費用合計 1,127 832

経常利益又は経常損失（△） 83,221 △24,887

特別利益

固定資産売却益 12,590 -

投資有価証券売却益 26,102 -

特別利益合計 38,692 -

特別損失

固定資産除却損 807 17

減損損失 - 796,984

特別損失合計 807 797,002

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 121,106 △821,889

法人税、住民税及び事業税 14,500 7,838

法人税等調整額 27,383 78,683

法人税等合計 41,883 86,522

四半期純利益又は四半期純損失（△） 79,223 △908,412
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年９月30日)

当第２四半期累計期間
(自 2020年４月１日
　至 2020年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

121,106 △821,889

減価償却費 152,094 152,428

貸倒引当金の増減額（△は減少） 26 △165

賞与引当金の増減額（△は減少） 300 △12,018

製品保証引当金の増減額（△は減少） △15,845 △1,100

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,191 4,340

受取利息及び受取配当金 △65,366 △69,064

固定資産売却損益（△は益） △12,590 -

固定資産除却損 807 17

投資有価証券売却損益（△は益） △26,102 -

減損損失 - 796,984

売上債権の増減額（△は増加） △16,438 200,339

たな卸資産の増減額（△は増加） 267 26,242

その他の流動資産の増減額（△は増加） △11,135 △31,421

仕入債務の増減額（△は減少） 12,791 △88,618

未払消費税等の増減額（△は減少） 22,114 △35,841

その他の流動負債の増減額（△は減少） △89,553 △23,196

その他 4,205 △3,726

小計 79,873 93,308

利息及び配当金の受取額 65,372 69,068

法人税等の支払額 △9,478 △23,956

法人税等の還付額 55,577 8,736

営業活動によるキャッシュ・フロー 191,344 147,156

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △41,038 △244,070

有形固定資産の売却による収入 10,376 -

無形固定資産の取得による支出 △41,018 △15,995

固定資産の除却による支出 △1,170 △256

投資有価証券の売却による収入 50,235 -

その他の収入 486 2,800

その他の支出 - △49

投資活動によるキャッシュ・フロー △22,129 △257,571

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △61,772 △61,786

自己株式の取得による支出 △37 △22

財務活動によるキャッシュ・フロー △61,810 △61,808

現金及び現金同等物に係る換算差額 - -

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 107,404 △172,224

現金及び現金同等物の期首残高 1,135,496 1,409,217

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,242,901 1,236,993
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（４）四半期財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

　該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

　該当事項はありません。


